
 

 

アイドル歌謡 半世紀の変化
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1 はじめに 

筆者は 2000 年生まれであるが 80 年代のアイドル歌謡を聴くことが趣味である。同時に

2000 年代のアイドル歌謡を聴くこともあるが、その両者は同じ「アイドルソング」という

分類でありながら曲調からマーケティングに至るまであらゆる部分が大きく異なっていて

非常に面白いと感じると同時に、この違いが研究対象になるのではないかと考えた。 

そこで、筆者はこれまでの文系教養科目において２度、音楽についての研究を行ってきた。

「言語学 A」においては様々なジャンルの曲を対象とし、歌詞の時間当たりの文字数が、時

代が進むにつれて増加していることを明らかにした。また、「表象文化論 B」においては 18

歳で自ら命を絶った、80 年代を代表するアイドルの一人である岡田有希子に着目し、社会

が岡田有希子に与えた影響について考察した。 

このように、これまでは幅広いジャンル・時代を対象とした研究、及び特定の歌手に着目

した研究を行ってきたたが、今回はジャンルをアイドル歌謡に絞り、主に 80 年代と 2000

年代の 2 つの時代に着目して研究を行う。具体的には、80 年代のアイドル歌謡と 2000 年

代のアイドル歌謡を比較し、その違いを明らかにすることで流行の変化に対して何らかの

傾向を見出し、その変化の意味を明らかにすることを目標とする。 

ジャンルをアイドル歌謡とした理由は、アイドルのような「低俗な」大衆文化は、批評家

の大塚英志氏が「シミュラークル・アイドル」と表現し、その記号性を指摘しているように 

[1, p. 46]各時代における大衆の欲望を具現化した存在であり、アイドルソングの変化を研

究することで人々の欲望がどのように変化してきたのか、すなわち流行の変化に対する傾

向を明らかにすることができると考えたからである。時代を 80 年代と 2000 年代とした理

由は、バブル崩壊前後で日本人の価値観が大きく変化したのではないかと考えたからであ

る。 

2 研究対象の選定 

大衆文化、すなわち多数の人の平均的な趣向を研究するためにはなるだけ様々なアーテ

ィストの多数の楽曲を研究対象とすることが望ましいが、大量の楽曲を購入するためには

多額の費用が必要となる。そこで本論文では筆者が既に所有している楽曲のうち、客観的に

見て大衆に広く受け入れられた、すなわちヒットした楽曲を主に対象とし、そうでない場合

は対象とした理由を明記することとした。 

3 音声信号による比較 

この章では、時代による音楽の変化を音楽ファイルの波形を用いて分析する。ここで、波

形の分析にはオープンソースの音声編集ソフトであるAudacity 3.1.3を用いた。音源はCD、

あるいは音楽配信サービスからダウンロードしたファイルを用いた。 



 

 

3.1 音圧の変化 

3.1.1 仮説 

まず初めに、以下の４つの波形を見ていただきたい。 

図 1 山口百恵『秋桜』（1977） 

図 2 岡本舞子『11 月のソフィア』（1986） 

図 3 AKB48『11 月のアンクレット』（2017） 

図 4 ももいろクローバーZ『サンタさん-ZZ ver.-』（2020） 

これらの波形はすべて同じ縮尺であるにもかかわらず、上の２つは波形に強弱が見られ

るのに対して下の２つは一般に「海苔波形」と呼ばれる、波形にほとんど強弱が見られない

状態となっており、大きな差があることがわかる。 

ここで、比較対象としてこれらの曲を選んだ理由を説明する。図 1 に示した山口百恵『秋

桜』は TBSのランキング番組「ザ・ベストテン」1（以下「ベストテン」）において 10位以

内にランクインしたことはなかったが、2006 年に文化庁が選定した「日本の歌百選」に選

ばれている [2]ことからわかるように現代まで歌い継がれる名曲であるということから

 

 

1 1978 年から 1989年にかけて TBS系列で放送された、独自の邦楽ランキングを俗に言

う「パタパタ」を使って発表する番組で、最高視聴率 41.9%を記録するなど圧倒的な人気

を誇った。 



 

 

1970 年代の代表的な曲として選定した。図 2 に示した『11 月のソフィア』は大流行した曲

とは言えないが、図 3 で示した『11月のアンクレット』と作詞者が同じ（秋元康）である

こと、及び曲名が類似していることから時代による変化を見るのに適していると考えて選

定した。図 3 に示した『11 月のアンクレット』は第 68 回 NHK 紅白歌合戦において「視

聴者が選んだ夢の紅白ＳＰメドレー」において 1 位に選ばれる [3]など当時人気が高かった

として選定した。図 4 に示した『サンタさん-ZZ ver.-』は、秋元康プロデュースではないア

イドルグループの曲として、選曲による偏りを防ぐために選定した。 

これらの比較結果から、アイドル歌謡は時代が進むにつれて波形の強弱がなくなり常に

最大音量に近い時間が多くなる、すなわち音圧が大きくなっているのではないかという仮

説が導き出される。この仮説を検証するために、更なる比較を続ける。 

3.1.2 アイドルグループとソロアイドルの比較 

先程の比較において、2000 年代アイドル歌謡の代表例として選定した 2 曲は共にグルー

プアイドルの曲であったため、時代の変化ではなくそれが原因で音圧が大きくなっていた

可能性がある。そこで、ここでは先程の比較で登場した AKB48 とプロデューサーが同じ秋

元康であり、80 年代を代表するアイドルグループである「おニャン子クラブ」、及び 2000

年代に活動したソロアイドルである「松浦亜弥」の楽曲を用いて検証する。 

比較に用いる楽曲は、おニャン子クラブの代表的な楽曲であり、ベストテンにおいて第５

位を獲得した『セーラー服を脱がさないで』、及び松浦亜弥の代表的な楽曲であり、一般社

団法人 日本レコード協会からゴールドディスク認証（旧基準、累計正味出荷枚数 10 万枚

以上）を受けている [4]『桃色片想い』を選定した。 

図 5 おニャン子クラブ『セーラー服を脱がさないで』（1985） 

図 6 松浦亜弥『桃色片思い』（2002） 

図 5 は図 1 や図 2 と比べれば波形の起伏が少ないものの、波形が塗りつぶされていな

い部分が明確に存在していることがわかる。また、図 6 は一部波形が塗りつぶされている

部分があるものの起伏が明確に読み取れる部分も存在し、ちょうど図 2 と図 3の中間のよ

うな傾向を示している。 



 

 

これらの結果から、グループアイドルの曲、ソロアイドルの曲の両方において時代が進む

につれて音圧が上昇する傾向があることがわかる。 

3.1.3 リマスターによる変化の検証 

本論文を執筆するにあたり、発売当時はレコードであった曲についてはリマスター音源

を用いているためレコード音源とは異なる可能性があり、検証が必要である。また、同じ曲

のリマスタリングされた時期による変化を調べれば、より選曲による偏りのない検証が可

能となる。 

そこで、紅白歌合戦に６回出場し [5]、現在でも根強い人気を誇る 80 年代を代表するア

イドルの一人である河合奈保子の楽曲『ハーフムーン・セレナーデ』（1986,ベストテン第 7

位 [6]）を例に、リマスタリングによる音圧の変化を検証する。検証に用いた楽曲は、1986

年に発売されたアルバム『スカーレット』の、発売当時の CDからリッピングした『ハーフ

ムーン・セレナーデ』と、2010年に発売されたベスト盤『河合奈保子 ゴールデン☆ベスト』

からリッピングした同曲である。前者の波形を図 7に、後者の波形を図 8 に示す。これら

２つの CDはレーベルが同一（日本コロムビア）であるにもかかわらず、同じ曲であっても

2010 年に発売された曲の方が波形の振幅が大きくなっていることがわかる。 

さらに、小泉今日子『水のルージュ』（1987,ベストテン第 3 位）についても、1987 年発

売の CD『Phantasien』に収録された音源と、2012年発売の CD『Kyon30〜なんてったっ

て 30 年！〜』に収録された音源で検証を行った結果、同様の傾向が確認された。 

これらの結果から、同じ曲であっても発売された時代が進むにつれて音圧が上昇する傾

向があると判断できる。 

 

図 7 河合奈保子『ハーフムーン・セレナーデ』（1986年発売の CDより） 

図 8 河合奈保子『ハーフムーン・セレナーデ』（2010年発売の CDより） 



 

 

3.1.4 音圧に関する検証 まとめ 

以上の検証より、アイドル歌謡の音圧は時代が進むにつれて上昇する傾向が見られ、特に

2000 年代に入ってからは波形が塗りつぶされてしまうような音圧が非常に高い曲も出現し

ていることがわかる。 

3.2 スペクトラム 

様々な楽曲を聴き比べていると、時代が進むにつれて低音成分が強くなり、派手な仕上が

りの曲が増加しているように感じた。そこで本節では音声信号の周波数成分に着目し、時代

によって曲のスペクトラムがどのように変化してきたかを検証する。 

検証に用いる曲は 3.1.1 で用いた曲と同じとした。次の図 9～図 12 に、各曲のスペクト

ラムを表示する2。これらの図において昭和期の曲（図 9・図 10）と 2000年代の曲（図 11・

図 12）を比較すると、以下のような傾向が読み取れる。 

⚫ 昭和期の曲はスペクトラムのピークが 200Hz 付近であるのに対して、2000 年代の

曲はピークが 50Hz前後と低い位置にある。 

⚫ 昭和期の曲は 200Hz付近のピークを境に低域・高域成分共に急速に減少する山なり

のカーブを描いているのに対して、2000 年代の曲は可聴域の下限とされる 20Hz か

ら 2kHz前後までの広い範囲に平坦な領域が広がっている。 

⚫ 2000 年代の曲、特に図 12 において 50Hz 付近に意図的に持ち上げられたようなピ

ーク（図中に円で囲って示した）が存在する。 

50Hzは可聴域の下限とされる 20Hzにかなり近く、実際に 50Hzの音を再生するとかな

り低い音であったことから、2000 年代の曲は低音が重視されていることがわかる。 

 

 

2 図 9と図 10はファイル形式が AAC 192kbps、図 11 と図 12 が AAC 320kbpsである

ため図 9・図 10 の高域特性が若干悪化しているが、今回は低域成分に着目するため問題

ないと判断した。 



 

 

 

図 9 山口百恵『秋桜』 

 

図 10 岡本舞子『11 月のソフィア』 

 

図 11 AKB48『11 月のアンクレット』 

 

図 12 ももいろクローバーZ 

『サンタさん-ZZ ver.-』 

また、これらの結果を考察するために、一般にポピュラー音楽と比較して伝統的であり芸

術性が高いと考えられる曲として演歌から石川さゆり『津軽海峡・冬景色』（1977）を、ク

ラシック音楽からドヴォルザーク『交響曲 第 9 番：新世界より』（レオポルド・ルードヴィ

ヒ&ロンドン交響楽団による演奏）を選び、それぞれの曲のスペクトラムを次の図 13・図 

14に示す。 

-70

-60

-50

-40

-30

-20

20 200 2000 20000

出
力
パ
ワ
ー

[d
B

]

周波数[Hz]

-70

-60

-50

-40

-30

-20

20 200 2000 20000

出
力
パ
ワ
ー

[d
B

]

周波数[Hz]

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

20 200 2000 20000

出
力
パ
ワ
ー

[d
B

]

周波数[Hz]

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

20 200 2000 20000

出
力
パ
ワ
ー

[d
B

]

周波数[Hz]



 

 

これらの比較対象はいずれも山なりのカーブを描いており、図 9～図 12 と見比べると

昭和期の曲は 2000年代の曲と比較して演歌やクラシック音楽に近いと考えられる。 

3.3 音声信号による比較 まとめ 

以上の結果から、2000 年代の曲は [7]において大塚氏が「じっくり歌詞に聞き入ると

いうより、サウンド重視型の曲が増加した」と述べているように、昭和期の曲に比較して

低域や中域成分を持ち上げて、自然な聞こえ方よりも低音の響きや音の成分の多さを重

視し、さらに波形が歪むほど音圧を上げた派手な仕上がりの曲が増加しているといえる。 

4 歌詞の変化による分析 

次に、歌詞の内容の時代による変化を考察する。 

4.1 「僕・君」の出現 

筆者が歌詞の時代変化のうち、最も顕著であると考えるのは女性アイドルが歌う歌詞に

おいて「僕・君」という単語が増加することである。 

80 年代アイドルソングの歌詞は、一人称が「私」（歌手自身）、二人称が「あなた」であ

るものがほとんどである。3.1.3 でも登場した河合奈保子を例にすると、筆者が所有する全

162 曲のうちで明確に男性が主人公となっている曲は一切存在せず、歌詞をデータ化してい

る 83 曲においては歌詞中に「僕・ボク」や「君・キミ」という単語が存在していないこと

が確認できた。また、同じく 80 年代を代表するアイドルの一人である岡田有希子のベスト

盤『ゴールデン☆アイドル 岡田有希子』に収録された全 18 曲や、早見優のベスト盤『早見

優 ゴールデン☆ベスト』に収録された全 18 曲についても同様の結果が得られた。 

図 13 石川さゆり『津軽海峡・冬景色』 図 14 ドヴォルザーク 

『交響曲 第 9 番：新世界より』 
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一方、2000 年代のアイドルソングでは「僕・君」という単語の歌詞への出現が増加して

おり、中には女性シンガーであるにもかかわらず一人称が男性である曲も、特に AKB48 を

中心に出現している。例えば 3.1.1 で例示した AKB48『11 月のアンクレット』は主人公が

男性であり、一人称は「僕」、二人称は「君」である。同様の傾向は、同じく AKB48 の次

のような曲においても見られる。 

⚫ 『ヘビーローテーション』（2010） 

⚫ 『快速と動体視力』（2013） 

⚫ 『#好きなんだ』（2017）

また、他のアーティストの曲でも次に例示するような「二人称が君（キミ）」である曲が

多数見られる。 

⚫ ももいろクローバー『行くぜっ！怪盗少女』（2010） 

⚫ ももいろクローバーZ『全力少女』（2011） 

⚫ きゃりーぱみゅぱみゅ『にんじゃりばんばん』（2013）,『もんだいガール』（2015） 

⚫ NiziU『Make you happy』（2020） 

このように、80 年代の曲はほとんどが「一人称が私・二人称があなた」であるのに対し

て、2000年代の曲では「二人称が君（キミ）」の曲が容易に見つかるようになり、さらに一

人称が「僕」である曲も登場していることがわかる。 

4.2 歌詞の内容の多様化 

次に、歌詞の具体的な内容に着目し、時代が進むにつれて歌詞の内容が多様化するという

傾向について議論する。 

4.2.1 80 年代は「夏の渚の恋」の時代 

まず、80 年代アイドルソングの歌詞を視覚的に表したものとして１枚の画像を示す。 

図 15 河合奈保子『夏のヒロイン』（1986,ベストテン第３位） [6] 



 

 

この画像は河合奈保子のベストテンにおける歌唱シーンを切り取ったものであるが、いか

にも女の子らしいメルヘンチックな衣装を着用し、背後にはイルカのバルーンと青色の風

車が配置されて「夏」の雰囲気を演出している。また、歌詞は次のように絵に描いたような

「女の子があこがれる夏の渚の恋」を歌うものである。 

青い渚 急に駆け出しながら 突然言うのね 君が好きだなんて 

（河合奈保子『夏のヒロイン』 作詞：竜真知子） 

 [7]において大塚氏は「1980 年代前半は、全面的に「夏の渚の恋」を謳歌する時代だっ

た」と述べているが、この曲の歌詞には「夏」「渚」「恋」という単語がすべて含まれており、

図 15 と併せて 80年代アイドルソングの特徴を非常によく表している。 

この例のように、80 年代アイドル歌謡は「女性目線で描いた、メルヘンチックな恋愛ソ

ング」が非常に多い。この傾向を検証するために、4.1 で登場した岡田有希子のベスト盤『ゴ

ールデン☆アイドル 岡田有希子』に収録された全 18 曲の曲名を次の表 1 に示す。 

表 1 『ゴールデン☆アイドル 岡田有希子』曲名一覧 [8] 

曲番号 曲名 曲番号  曲名  

1 ファースト・デイト 10 星と夜と恋人たち 

2 そよ風はペパーミント 11 哀しい予感 

3 リトルプリンセス 12 恋人たちのカレンダー 

4 恋のダブルス 13 Love Fair 

5 -Dreaming Girl- 恋、はじめまして 14 二人のブルー・トレイン 

6 気まぐれ Teenage Love 15 くちびる Network 

7 二人だけのセレモニー 16 恋のエチュード 

8 PRIVATE RED 17 花のイマージュ 

9 Summer Beach 18 秘密のシンフォニー 

この表を見ると、18 曲中 5 曲には曲名に「恋」という単語が使われ、それ以外の曲名に

ついても「デイト」や「二人」といった恋愛を想起させる単語が使われていることがわかる。

実際、これら 18 曲はすべて「女性目線で描いた恋愛ソング」である。さらに、歌詞の内容

も単純で、次のようにメルヘンチックなものがほとんどである。 

私はいつでもあなただけのプリンセスよ このまま手を取りおとぎの国へ連れてって 

（岡田有希子『リトルプリンセス』 作詞：竹内まりや） 

これほどまでにメルヘンチックな曲が多いのは岡田有希子であることに起因する部分

も大きいが、3.1.2 で登場した 80 年代のグループアイドルであるおニャン子クラブの曲を

例にとっても大抵は「女性が主人公の恋愛ソング」であることに変わりはなく（おニャン子



 

 

クラブの場合はそれに「お色気ソング」が加わるが3）、80 年代のアイドル歌謡のほとんど

は「メルヘンチックな恋愛ソング」であり、歌詞の内容が単純で個性が少ないと言えよう。 

4.2.2 2000 年代アイドルソングの歌詞は多種多様 

一方、昨年の紅白歌合戦にも出場した [5]人気アイドルグループである乃木坂 46 のカラ

オケランキングを見てみると、次のように「恋」という単語はない。 

表 2 乃木坂 46 カラオケランキング [9] 

順位 曲名 

1 サヨナラの意味 

2 インフルエンサー 

3 シンクロニシティ 

4 ごめんね Fingers crossed 

5 帰り道は遠回りしたくなる 

6 ガールズルール 

7 夜明けまで強がらなくてもいい 

8 裸足で Summer 

9 ジコチューで行こう！ 

10 I see… 

同時に、歌詞の内容は次のように情緒的なものが多く、メルヘンチックな恋愛ソングとは

全く異なるものになっている。 

きっと 誰だって 誰だってあるだろう ふいに気づいたら泣いてること 

（乃木坂 46『シンクロニシティ』 作詞：秋元康） 

さらに、表２中に太字で示した 8 曲は一人称が「僕」であり、例えば『素足で Summer』

の歌詞中に 

近くにいつも 大勢いるよ 男友達  その中の一人が僕だ 

（乃木坂 46『素足で Summer』 作詞：秋元康） 

とあることから、これは「男性目線で描いた恋愛ソング」であると考えられる。 

 

 

3 おニャン子クラブは、そのグループ名や、代表的な曲が「セーラー服を脱がさないで」

であることなどからもわかるように安直で下品な性的表現を特徴としたグループであり、

歌詞の内容は洗練されておらず単純である。 



 

 

また、4.1 で登場したももいろクローバーZ『全力少女』の歌詞を見てみると、次のよう

に女性から見た男性の呼称として「キミ」が用いられていることがわかる。 

全力で キミの事だけ思うよマジで 恋したからっ！ 

（ももいろクローバーZ『全力少女』 作詞：前山田健一） 

この傾向から、4.1 で論じた「僕・君」の増加を考察することができる。すなわち、80年

代アイドル歌謡は女性が主人公の恋愛ソングがほとんどであったため一人称は「私」であり、

二人称は古典的な異性の呼び方として「あなた」が用いられていた。しかし、時代の変化と

ともに男性目線の楽曲も出現し、また女性から見た男性の呼び方として古典的な「あなた」

よりも「キミ」といった言葉が使われるようになったため「僕・君」が増加したと考えられ

る。実際、さらに時代を遡って戦前の流行歌に目を向けても、恋愛ソングといえば「女性が

男性に熱い想いを訴えるという構造にある」 [7, p. 62]ようであるから、これらの変化は古

典的な性別に関する固定観念が取り払われつつある現代に特有のものであると考えられる。 

5 グループアイドルへの変化と「没個性化」 

最後に、ソロアイドルからグループアイドルへの変化について検証し、アイドル歌謡にお

ける「没個性化」について考察する。 

5.1 ソロアイドルからグループアイドルへ 

まず初めに、ソロアイドルの消滅とグループアイドルの増加について、紅白歌合戦出場歌

手を例に検証する。 

次の表 3 に「花の’82年組」4が登場した年である 1982年と、直近である 2021 年の紅白

紅組出場歌手一覧を示す。この表では、ソロアイドルを太字、グループアイドルを斜体赤文

字で示している。ここで、特にソロアイドルの定義はアイドル歌手から演歌歌手やシンガー

ソングライター等に転向する場合があることや、アイドル歌手ではない歌手がアイドル的

人気を博す場合もあるため難しいが、ここでは歌唱当時に一般にアイドルと呼ばれていた

ことに加え次節に示すような容姿を強調したジャケットを持つレコード・CDをリリースし

ていたこととした。この結果より、1982 年はソロアイドルが多く登場しているのに対して

2021 年はソロアイドルが消滅し、グループアイドルが多く登場していることがわかる。 

 

 

4 1982 年は石川秀美、小泉今日子、早見優といった多くの人気アイドルが登場した年であ

り、一般にこのように呼ばれる。 [13, p. 181] 



 

 

表 3 紅白出場歌手の時代変化 

1982 2021 

三原 順子 LiSA 

河合 奈保子 NiziU 

あみん 櫻坂 46 

高田 みづえ Awesome City Club 

松田 聖子 日向坂 46 

水前寺 清子 天童よしみ 

シュガー 上白石萌音 

研 ナオコ milet 

ロス・インディオス&シルビア 水森かおり 

青江 三奈 AI 

島倉 千代子 BiSH 

牧村 三枝子 Perfume 

榊原 郁恵 millennium parade × Belle （中村佳穂） 

小柳 ルミ子 乃木坂 46 

桜田 淳子 坂本冬美 

川中 美幸 YOASOBI 

岩崎 宏美 あいみょん 

森 昌子 東京事変 

石川 さゆり 薬師丸ひろ子 

小林 幸子 石川さゆり 

八代 亜紀 MISIA 

都 はるみ  

5.2 グループアイドルに見る「没個性」 

この変化の意味を考察するために、ここからはソロアイドルとグループアイドルにおけ

るマーケティングの違いを検証し、グループアイドルに見る「没個性」について考察する。 

まず初めに、以下の 4 つの画像を見ていただきたい。 



 

 

  

 

 

これらの画像はいずれも 2000 年代のアイドルグループのMV、あるいはジャケット写真

である。（ファンの方々には申し訳ないが）これらを見て「グループ名は知っているけれど

メンバー名はほとんどわからない」「画一的でみな同じようだ」と感じる方が多いのではな

いだろうか。 

特に図 16・図 17 で示した秋元康プロデュースのアイドルグループ２つは、すべてのメ

ンバーがほとんど同じ衣装を着用し、全体を引きで撮っているため非常に画一的な印象を

受ける。また、メンバー数が非常に多いためそのすべてを把握しているという人は少数であ

ろう。 

また、図 18・図 19 においてはメンバーの「色分け」がなされていることが特徴的であ

る。特に図 19 においては各メンバーの衣装のみならず、メンバーが入っている「部屋」に

まで色分けがなされており、明確にメンバーカラーを意識していることがわかる。このよう

なメンバーの色分けは 2000 年代のアイドルで多く見られるが5、その結果として各メンバ

ーの印象が「色」という要素に単純化されると考えられる。 

 

 

5 TWICE、私立恵比寿中学、でんぱ組.incなど 

図 16 AKB48 [14] 図 17 STU48 [15] 

図 18 ももいろクローバーZ [16] 図 19 NiziU [17] 



 

 

一方、80 年代のアイドルはそのほとんどがソロアイドルであったため、当たり前ではあ

るが各個人の顔や名前・性格といった要素が直接的にそのアイドルの印象を決定づけてお

り、個性が重視されていた。例えば、以下の図 20・図 21 に示す画像はいずれも当時のレ

コードジャケットを再現したものであるが、80 年代ソロアイドルのジャケットはこれらの

例のように顔を強調したデザインのものが多い。 

  

また、次の図 22・図 23 中に枠線で示すように歌詞カード中にプロフィールが書かれて

いることが多いことから、個人の特徴が重視されていたことがわかる。2000 年代のグルー

プアイドルにおいては、歌詞カード中にプロフィールが掲載されている例はおろか、メンバ

ーの集合写真が掲載されることはあってもその写真に名前が対応付けられて表示されてい

る例すら筆者の知る限りでは存在しないため、この違いは対照的である。 

  

 

図 20 河合奈保子 

『Twilight Dream』(1981) 
図 21 岡田有希子『花のイマージュ』(1986) 

図 22 岡田有希子『ファースト・デイト』

歌詞カード(1984) 

図 23 岡本舞子『愛って林檎ですか』 

歌詞カード(1985) 



 

 

最も、80 年代アイドルのプロフィールは [10, p. 4]において『アイドルは，恋人がいても

「いない」，焼き鳥や塩辛が好きでも「プリンやクレープが好き」とコメントし、（中略）プ

ロフィールを虚偽報告して』と述べられていたり、筆者のレポートにおいても「いささか没

個性的に見える」と述べていたりするように [11, p. 3]「不自然なまでに女の子らしい、あ

りきたりなプロフィール」が多いため個性が尊重されていたわけではなく、比較の問題でし

かないことには注意が必要であるが。 

さらに、グループアイドルについても 80 年代は現在より各メンバーの個性が重視されて

いたように筆者は感じる。その典型的な例として、3.1.2 で 80 年代を代表するアイドルグ

ループとして登場したおニャン子クラブの楽曲『会員番号の唄』を取り上げる。これは 1986

年に発表されたおニャン子クラブの中でも比較的知名度の高い楽曲であり、その内容は次

のように各メンバーが各々の自己紹介をリズムに乗せて順番に歌うというものである。 

会員番号 8番 国生さゆり 

はっきり言っときますけれどクニナマサユリじゃありません6 

ハンパなおっかけもうしないでね 

（おニャン子クラブ『会員番号の唄』 作詞：秋元康） 

おニャン子クラブは数十人に上る規模の大きいグループであったが、この曲が各メンバ

ーの名前と個性を強く印象付けることに役立った。最近のグループにおいてこのような自

己紹介を行う曲は少なくとも人気になった曲の中では確認されていない。また、ソロアイド

ルがほぼ消滅した 2000 年代とは異なり、グループ卒業後もソロアイドルとして人気を博し

たメンバーも多く7、グループとしてはもちろんのことメンバー一人一人に対する注目も高

かったと考えられる。 

以上の比較からわかることは、2000 年代のグループアイドルは 80 年代のアイドルと比

較してメンバー一人一人の個性への注目がされづらくなり、グループとしての統一感が重

視され個人としての個性が失われつつある、すなわち「没個性的」になりつつあると言えよ

う。 

 

 

6 正しくは「こくしょう」であり、これをよく「くになま」と読み間違えられたことを歌

っている。それ以外のメンバーについても「東京在住」「実家は自転車屋」など、非常に

個人的な特徴が歌われている。 

7 工藤静香、河合その子、国生さゆりなどが代表的である。これらのメンバーはソロとし

ても様々なドラマに出演したり、音楽チャートで１位を獲得したりと高い人気を誇った。 



 

 

6 結論 

以上より、アイドル歌謡は特にジェンダーに関する固定観念の減少に伴って歌詞の多様

化が進んでいることがわかるが、一方で曲調はより派手に・より目立つように変化してきた

ことがわかる。また、ソロアイドルがほぼ姿を消し、グループアイドルがその勢力を拡大し

ていることがわかるが、この傾向からアイドルの没個性化が進んでいることが読み取れる。 

歌詞は複雑になっているにもかかわらず曲調は派手さを意識したものなっている理由と

して、膨大な数の娯楽コンテンツが提供されるようになった中で目立つ必要が高まり、特に

第一印象が重要視されるようになったからではないかと考えられる。例えば、YouTube を

代表とする個人向けの動画配信サービスではサムネイルが再生数に大きな影響を与え、時

に内容を伴わないものの目を引くサムネイル （いわゆる「釣りサムネ」） の動画が再生数

を稼ぐことも多い。また、web ページは検索された際に表示されるタイトルが非常に重要

な役割を果たしている。それ以外にも、個人研究ではあるがライトノベル作品のタイトルが

年々長くなっているとの調査結果もあるように [12]、コンテンツの中身そのものよりもタ

イトルやサムネイルといった第一印象の重要度が高まっていることがわかる。 

また、「没個性化」は一般に個性の尊重が叫ばれる現代の情勢と矛盾しているように感じ

るが、これはアイドルが未だに人々の理想を具現化した記号的な存在―「シミュラークル・

アイドル」に過ぎず、個性を出すことよりも人々の思い描く理想像を「演じる」ことが求め

られていることを表しているのではないだろうか。このような矛盾は「有名人だから仕方な

い」と考えられる部分もあるが、一方でインターネットの出現により一般の人が有名人とな

る機会が増大し、有名性が偏在化するようになった現代においてはより多くの人に影響を

与える可能性があり、更なる議論が必要であると考える。 
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